
NO. 市町村 学校園名 NO. 市町村 学校園名

1 大阪市立 扇町小学校 26 吹田市立 青山台中学校

2 大阪市立 北中島小学校 27 摂津市立 別府小学校

3 大阪市立 大桐小学校 28 摂津市立 鳥飼西小学校

4 大阪市立 今市中学校 29 茨木市立 西中学校

5 大阪市立 中浜小学校 30 高槻市立 磐手小学校

6 大阪市立 花乃井中学校 31 高槻市立 奥坂小学校

7 大阪市立 池島小学校 32 門真市立 第三中学校

8 大阪市立 海老江西小学校 33 寝屋川市立 成美小学校

9 大阪市立 鷺洲小学校 34 枚方市立 招堤小学校

10 大阪市立 開平小学校 35 四條畷市立 四條畷小学校

11 大阪市立 常磐小学校 36 熊取町立 北小学校

12 大阪市立 粉浜小学校 37 泉南市立 西信達小学校

13 大阪市立 南港北中学校 38 和泉市立 信太中学校

14 東大阪市立 加納小学校 39 忠岡町立 東忠岡小学校

15 東大阪市立 鴻池東小学校 40 岸和田市立 野村中学校

16 松原市立 松原第六中学校 41 岸和田市立 浜小学校

17 松原市立 天美西小学校 42 岸和田市立 中央小学校

18 八尾市立 西山本小学校 43 太子町立 磯長小学校

19 羽曳野市立 古市小学校 44 富田林市立 明治池中学校

20 羽曳野市立 高鷲小学校 45 大阪狭山市立 南第一小学校

21 豊中市立 熊野田小学校 46 堺市立 福泉中央小学校

22 箕面市立 第三中学校 47 堺市立 三宝小学校

23 池田市立 呉服小学校 48 堺市立 浜寺東小学校

24 能勢町立 能勢小学校 49 堺市立 鳳南小学校

25 吹田市立 東山田小学校 50 堺市立 東百舌鳥小学校
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NO. 市町村 学校園名 NO. 市町村 学校園名

1 大阪市立 豊崎本庄小学校 41 吹田市立 青山台小学校

2 大阪市立 加島小学校 42 摂津市立 摂津小学校

3 大阪市立 中野小学校 43 茨木市立 安威小学校

4 大阪市立 太子橋小学校 44 茨木市立 西河原小学校

5 大阪市立 古市小学校 45 高槻市立 冠小学校

6 大阪市立 城東小学校 46 高槻市立 松原小学校

7 大阪市立 鴫野小学校 47 高槻市立 津之江小学校

8 大阪市立 八幡屋小学校 48 門真市立 門真みらい小学校

9 大阪市立 海老江東小学校 49 門真市立 はすはな中学校

10 大阪市立 野里小学校 50 門真市立 大和田小学校

11 大阪市立 大和田小学校 51 寝屋川市立 西小学校

12 守口市立 八雲中学校 52 四條畷市立 田原小学校

13 守口市立 樟風中学校 53 交野市立 岩船小学校

14 守口市立 守口小学校 54 島本町立 第三小学校

15 大阪市立 巽小学校 55 泉南市立 砂川小学校

16 大阪市立 喜連北小学校 56 泉南市立 樽井小学校

17 大阪市立 南恩加島小学校 57 和泉市立 いぶき野小学校

18 大阪市立 南港光小学校 58 和泉市立 光明台北小学校

19 大阪市立 南港桜小学校 59 和泉市立 南横山小学校

20 東大阪市立 八戸の里小学校 60 岸和田市立 北中学校

21 東大阪市立 荒川小学校 61 岸和田市立 朝陽小学校

22 東大阪市立 玉美小学校 62 岸和田市立 岸城中学校

23 東大阪市立 縄手北小学校 63 岸和田市立 八木小学校

24 松原市立 天美北小学校 64 岸和田市立 光明小学校

25 松原市立 天美小学校 65 岸和田市立 八木南小学校

26 八尾市立 刑部小学校 66 貝塚市立 南小学校

27 八尾市立 竹渕小学校 67 貝塚市立 中央小学校

28 藤井寺市立 道明寺南小学校 68 泉佐野市立 第二小学校

29 羽曳野市立 古市南小学校 69 阪南市立 朝日小学校

30 豊中市立 大池小学校 70 阪南市立 飯の峯中学校

31 豊中市立 螢池小学校 71 太子町立 山田小学校

32 豊中市立 第十八中学校 72 富田林市立 大伴小学校

33 豊中市立 桜井谷小学校 73 堺市立 平尾小学校

34 豊中市立 西丘小学校 74 大阪狭山市立 東小学校

35 豊中市立 新田小学校 75 大阪狭山市立 第七小学校

36 箕面市立 東小学校 76 堺市立 旭中学校

37 池田市立 神田小学校 77 堺市立 新湊小学校

38 吹田市立 山田第二小学校 78 堺市立 向丘小学校

39 吹田市立 千里丘北小学校 79 堺市立 八田荘西小学校

40 吹田市立 千里たけみ小学校 80 堺市立 宮園小学校
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